
１月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ちらし寿司 たまご 牛乳　 はなっこりー こめ 574 747

8 田作り いりこ さとう あぶら　ごま 20.2 25.6

栗きんとん さつまいも　さとう くり

水 白玉雑煮 とりにく　かまぼこ にんじん　こまつな かぶ　しいたけ しらたまもち

黒糖パン 牛乳　 パン　こくとう 594 752

9 七草がゆ ねぎ　かぶのは　せり はくさい　だいこん　かぶ こめ 22.7 28.4

はなっこりーの卵とじ たまご　とうふ にんじん たまねぎ　はなっこりー　しめじ さとう

木 みかん みかん

ごはん 牛乳　 こめ 512 764

10 いかの照り焼き いか 21.8 27.8

赤大根のゆず和え にんじん あかだいこん　きゅうり さとう

金 せんべい汁 とりにく　 にんじん　こまつな ごぼう　はくさい　しいたけ せんべい

ごはん 牛乳 こめ 589 754

14 あじの塩焼き あじ 28.3 35.1

どぅるわかしー ぶたにく にんじん えだまめ さといも　さとう

火 もずくみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ もずく にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ

ごはん　 牛乳 こめ 575 754

15 中華丼の具 ぶたにく　さつまあげ にんじん　チンゲンサイ キャベツ　たまねぎ　たけのこ　しいたけ ごまあぶら 22.0 28

ぎょうざ ぎょうざ

水 水菜の中華和え かまぼこ みずな　にんじん だいこん さとう ごま

パン 牛乳 パン 674 853

16 海藻サラダ かいそう にんじん きゅうり　もやし さとう あぶら 22.4 27.6

クリームシチュー とりにく 牛乳 にんじん　ブロッコリー たまねぎ　とうもろこし さつまいも　 ホワイトルウ

木 カテリネッラのドーナツ ドーナツ あぶら

ごはん 牛乳 こめ 575 734

17 しいらのごまマヨ焼き しいら ごま　マヨネーズ 25.4 31.1

ゆずの香り和え にんじん かぶ　ゆず果汁 さとう

金 あったか鍋 ぶたにく　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ　しいたけ　はくさい

パン　おからケーキ 牛乳 パン　おからケーキ 570 764

20 とりにくのはちみつ煮 とりにく はちみつ　さとう 26.7 32.3

山口野菜のサラダ にんじん だいこん　はなっこりー さとう あぶら

月 白菜スープ ベーコン にんじん　ブロッコリー　こまつな はくさい　しいたけ

ごはん 牛乳 こめ 710 915

21 とんとんれんこん ぶたにく れんこん でんぷん　さとう あぶら 27.3 34

キャベツのこんぶ和え こんぶ にんじん キャベツ　きゅうり ごま

火 けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ にんじん　ねぎ だいこん　しいたけ さといも　さとう

ごはん 牛乳　 こめ 594 751

22 ふわふわどんの具 とりにく　たまご　とうふ　かまぼこ にんじん　ねぎ たまねぎ ふ　さとう 22.5 27.9

大根の酢の物 にんじん だいこん　はなっこりー さとう

水 みかん みかん

海藻・いも類

おもにエネルギーのもとになる

沖縄料理

中華料理

小魚・いも類

魚・果物

ブックランチ

海藻・緑黄色野菜

魚類・いも類

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

　沖縄県の郷土料理です。「どぅるわかしー」とは不思議な料理名ですが、意味は「泥沸かし」から来ていて、沖縄でとれる田芋を煮ると「泥を煮ている
ように見える」ことからこの名前になったという説があります。田芋は親芋のまわりに子芋がたくさんつくことから「子孫繁栄」をイメージされるおめで
たい食材で、「どぅるわかしー」は祝い事に出されるご馳走でもあります。給食では沖縄の田芋が手に入らないので、里芋で作ります。

緑黄色野菜・豆類

魚類・いも類

七草

海藻・果物

青森県郷土料理

緑黄色野菜・種実類

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる

令和元年度1月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（二島中） 感謝して食べよう
※牛乳は毎日つきます。

おせち料理

豆類・乳製品

山口県郷土料理

「カテリネッラとおにのフライパン」

鬼にフライパンを借りて、お礼にドーナツを10個入れて返す道々、カテリネッラはそのドーナツの美味しい匂いに我慢ができず1個ず

つ食べちゃって、代わりに「あるもの」を入れて返しました。

その「あるもの」にもびっくりだけどその後起こったことはもっとびっくり！最後は、えー！！なおはなしです。

給食のドーナツは「あるもの」ではなく、ちゃんと食べられるので安心してください。

「十二支のお節料理」

お正月の食文化をたたえた、色鮮やかな和風絵本。丁寧に仕上げられた版画のイラストが、年の始めを祝うにふさわしい清々しさと晴

れやかさを演出しています。適材適所に振り分けられた役割をまっとうする動物たちが、皆いい顔をしていて印象的。「彩りよければ、

栄養バランスにもかなっているはず」と作者が解説するお節は、美しく、食欲をそそり、圧巻です。新年の朝を迎える時間の流れ方もす

てきです。

「行ってみたいな あんな町 こんな町」福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森・北海道 より

全国47都道府県ごとに、伝統文化や名産品、景勝地などを紹介。すべてがイラストだからこそ、楽しさや親しみやすさが際立ちます。

方言や「なんでも一番」の紹介も、その地域への興味をそそります。

青森県のめどー（おいしいよ）な料理を紹介します。いかがたくさん水揚げされるので、いかめしやぽんぽん焼き（いかの内蔵や足をネ

ギやショウガ、みそなどで、調理して胴に詰めて焼く）があります。せんべい汁は、青森県八戸市周辺の郷土料理で、しょうゆ味の汁の

中に、せんべいを手で割って入れて食べます。私たちが普段食べているせんべいとは違って、汁専用に作られた固いせんべいです。

「行ってみたいな あんな町 こんな町」福岡・山口・広島・愛媛・徳島・嘉川・高知 より

山口県は秋吉台や萩市や錦帯橋などが紹介されています。方言も紹介されています。すいい（すっぱい）、おいい（多い）、こいい

（濃い）と普段使い慣れている言葉が載っていると、「これって方言だったんだ」と改めて知るものもありました。

ぶちうまいもん（とってもおいしいもの）は、バリそば、フグ料理、けんちょう、瓦そば、ういろうなどが載っています。けんちょうは

山口県の代表的な郷土料理で、だいこん、にんじん、とうふなどを煮込んだ素朴な家庭料理です。



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

パン 牛乳 パン 638 815

23 れんこんサラダ にんじん　ブロッコリー れんこん ごま　マヨネーズ 26.2 33.4

冬野菜の豆乳シチュー ぶたにく　だいず　とうにゅう にんじん たまねぎ　はくさい さつまいも　こむぎこ バター

木 いちご いちご

ごはん 牛乳 こめ　 590 739

24 さけの塩焼き さけ 26.4 31.4

たくあん和え にんじん　ほうれんそう キャベツ　きゅうり　たくあん

金 すいとん あぶらあげ にんじん　ねぎ だいこん　ごぼう すいとん　さといも

アップルパン 牛乳　 りんご パン　 666 842

27 大根グラタン とりにく チーズ　牛乳 だいこん　たまねぎ　はなっこりー　しめじ パン粉 ホワイトルウ 25.7 31.5

カラフルサラダ パプリカ キャベツ　きゅうり さとう あぶら

月 コーンスープ ベーコン にんじん　ブロッコリー たまねぎ　とうもろこし じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 620 770

28 さばのしょうが煮 さば しょうが さとう 27.4 31.7

切り干し大根のかみかみ和え にんじん きりぼしだいこん　もやし　きゅうり

火 豚汁 ぶたにく　なまあげ　みそ にんじん　こまつな しめじ　はくさい さつまいも　

ごはん 牛乳　 こめ 648 828

29 とりてん とりにく しょうが こむぎこ あぶら 22.9 28

ごもくなます ちくわ にんじん だいこん　きゅうり さとう ごま

水 だんご汁 あぶらあげ にんじん　こまつな たまねぎ ひらうちめん　さといも

ごはん 牛乳 こめ 674 850

30 花野菜カレー とりにく にんじん　ブロッコリー たまねぎ　カリフラワー　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 18.6 22.0

ひじきサラダ ひじき にんじん ごぼう　きゅうり マヨネーズ

木 ぽんかん ぽんかん

菜飯 牛乳 だいこんな こめ　 659 863

31 すきやきうどん ぎゅうにく　やきとうふ にんじん　ねぎ はくさい　しいたけ うどん　ふ　さとう 21.6 27.2

野菜ののり酢和え かまぼこ のり にんじん キャベツ　もやし さとう

金 りんご りんご

おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

今日の給食は、給食が始まった頃の食事です。昔は、質素であまりおかずは多くありませんでした。食べられることに感謝をしながらいただきましょう。

おもに体を作るもとになる

豆類・海藻

大分県郷土料理

給食記念日

海藻・野菜

魚類・きのこ類

小魚・いも類

魚類・果物

乳製品・緑黄色野菜

魚類・きのこ類

1月24日から30日までは、全国学校給食週間です。二島学校給食共同調理場では24日を含む1週間（1月2０日から２４日ま
で）を給食週間とし、山口県の食材を使った地場産週間も兼ねます。
日本の学校給食は、明治22年（1889年）に、山形県鶴岡市で始まり、全国へ広がっていきました。しかし、戦争により中断さ

れ、戦後も食糧が不足して、子どもたちの栄養状態はさらに悪化しました。日本の子どもたちの様子を知り、世界各国から支援の
食糧が届けられ、学校給食は再開されることになりました。
全国学校給食週間は、世界中の人々の温かい心で給食が再開されたことを記念する行事です。この1週間を通して、食べることの

大切さを理解し、食べものや給食に関わる人々の思いに感謝していただきましょう。

専門資格を持つプロが考えた献立で、家
庭で不足しがちな栄養を補うとともに、地
産地消や郷土料理･行事食といった取組が郷
土愛や文化の継承にもつながっている。さ
らに食事前には献立についての説明を放送
するなどして、その理解を深めている。

国が定めた学校給食制度によって、国・

自治体が人件費・輸送費を負担し、保護者

は食材費だけを支払う。新鮮な食材をふん

だんに使いながらも安価で、健康的かつお

いしい食事をどの子も等しく食べることが

できている。

給食の準備や後片付けまで子どもたち
が自ら率先して協力して行うことで、他
人への思いやりや公共心が育つ。衛生面
への配慮や、等しく配分するために必要
な計算能力も自然に身に付いているよう
だ。

他国では給食行政はおもに農業関係の省庁

が担っているが、日本では教育を担当する

文部科学省が所管する。給食が単なる昼休

みの食事ではなく、教育や授業の一環とし

て取り組まれている。

ここがすごいよ！ニッポンの給食

「行ってみたいな あんな町 こんな町」沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎・佐賀 より

大分県の郷土料理を紹介します。豊かな湯量がわき出る温泉が、県内にたくさんある大分県。特に別府や湯布院などは、古くから有名

で、観光地としても愛されてきました。カボスやユズなど、かんきつ類が多く栽培されています。海の幸山の幸に恵まれた土地です。と

りてんは味をしみこませたとり肉を天ぷら状のころもで揚げたもので、から揚げとは違う柔らかい食感です。だんご汁は米不足の時、主

食の代わりに小麦粉でだんごを作り、具だくさんの中に入れたことがはじまりだそうです。

＜材料＞４人分

さといも ４００ｇ
にんじん ８０ｇ
生しいたけ ８０ｇ
枝豆 ５０ｇ
(下ゆでしたむき身）
サラダ油 大さじ４
塩 小さじ１
砂糖 大さじ２

＜作り方＞

１ 里芋は洗い、皮のままゆで、20～25分ゆでたら、ざるにあげ、皮をむく。
２ にんじん、しいたけはさいの目に切る。
３ 鍋にサラダ油を熱し、２を加えて軽く炒め、塩・砂糖で味付けをする。
４ １を加え、木べらで押しつぶしてから3分ほど炒る。
５ 枝豆を加えてなじませ、熱くなったら火を止める。

（１４日の給食に出ます）
沖縄県のハレの料理です。沖縄では粘りのあるタームー（田芋）を使

いますが、手に入らないので里芋で作ります。


